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夏休みに、長泉小学校で、児童英会話講座が開催されました。３年生、４年生、５・６年生のクラスに
分けられ、それぞれ全10回行われました。
毎回、外国人講師との元気な挨拶から始まり、絵が描かれたカードを使ったり、ジェスチャーや体を動
かすゲームなどをしたりしながら、明るく楽しいレッスン
が行われました。
ほとんどが英語で進められるレッスン（日本人の補助講
師も同席しています）に、初めはとまどい、恥ずかしそう
にしていた生徒も、少しずつ講師と英語でコミュニケー
ションできるようになり、活発に答え、ジェスチャーをし
て、楽しみながら自信をつけたようでした。
この講座は長泉町国際交流協会によって、平成14年か
ら毎年続けられています。来年は、夏休み中の体験の一つ
として、参加してみませんか？

ハッピー・ハロウィン！目玉焼きのコスチューム？

カナダ・デイ（建国記念日）

～大自然に囲まれた首都オタワ～

児童英会話講座児童英会話講座 たくさん英語で話せたよ！たくさん英語で話せたよ！

あんな国、 こんな国、 海外滞在記

　2011年８月から２年８ヶ月、仕事の関係でカナダの首都オタワで暮ら
しました。オンタリオ湖のほとりにあるカナダ最大都市トロントから北
東へ車で５時間のところに、オタワは位置しています。
　首都オタワには多くの政府機関が存在しています。英語、フランス語
が公用語のカナダですから、政府機関で働く人たちは両方の言語を操り
ます。また町の北を流れるオタワ川を越えるとフランス語圏ケベック州
ということもあり、市民の多くもバイリンガルです。
　移民国家のカナダは欧州、アジア、中東、アフリカ系の人たちが暮ら
すモザイク国家です。大国アメリカを隣国に持ち、良くも悪くも競争心
がなく、優しくてのんびりした性格の人たちが多いように思います。
　オタワの季節感ですが、長い冬のあと、春がなく突然夏が来て、８月
末には秋の空気に入れ替わるといった具合です。冬は大変厳しく－30℃
にもなりますが、市民は近郊のスキー場に出かけたり、市街を流れる凍
りついた運河でスケートを楽しんでいます。夏は大変爽やかで抜けるよ
うな青空が印象的です。町のシンボルで歴史的建造物の国会議事堂前は
芝生の大広場になってます。夏の間、この議事堂をスクリーンにして「音
と光のショー」が毎晩開催され、多くの旅行客、市民が寝転がってショー
を観覧しています。秋は紅葉のシーズンです。近くのガティノー州立公
園に行けば、燃えるような紅葉を見ながらハイキングが楽しめます。カ
ナダ首相の別荘もこの広大なガティノー公園内にあります。
　秋といえばハロウィーンです。子供たちは仮装して登校、大人も仮装
して会社に行ったりします。夜は親子で近所を練り歩きます。カボチャ
が玄関に置いてある家は「お菓子を用意してあるよ」のサイン。子供達
は「トリックorトリート」と叫んでドアを叩き、住人は怖い仮装をして
子供を驚かしつつもお菓子をたくさんあげる。子供は貰ってきたお菓子
を笑顔で見守る親に渡して、また隣の家へ…私はこんな平和なイベント
が大好きでした。
　カナダは今、アイスホッケーのシーズンの真っ最中です。オタワを本
拠地にするセネターズの活躍に市民は熱狂していることでしょう。いつ
の日か、またあの素敵な町に戻ってみたいと思います。　（斉藤清裕）
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リーダー　本橋 夏実　長泉中学校3年
　ワンガヌイに着いて２、３日が過ぎ、落ち着いてくる
と、夕食後の団らんがホストファミリーとの大切な時
間になりました。毎日色々なところに連れて行ってもら
い、その日の出来事を話す時間は、とても楽しいもの
でした。そこにはまるで本当の家族のように、ゆったり
とくつろいでいる自分がいて、驚きました。初めはとて
も不安だったのに、いつしか、ずっとこのままこの家族
と一緒にいたい、と思うようになっていました。
　別れの時、伝えたいことは山ほどありましたが、伝
えることができず、それがくやしくて、もっと英語を勉
強したい、学びたいと、強く思うようになりました。

サブリーダー　塩見 拓人　長泉北中学校2年
　ホストファミリーとの生活一日目のラザフォード中
学校。そこで、僕が昨日まで感じていた不安な気持
ちは吹き飛んだ。ラザフォード中学校の友達はとて
も明るく、急に日本から来た僕達と、前からいた友
達のように接してくれるのだ。おかげで、ホストファ
ミリーの人達ともコミュニケーションがとれて、とて
も楽しい語学研修となった。　　
　僕はニュージーランドへ行ったことで、どこでも積
極的な気持ちになることの大切さを学んだ。外国で
環境の違いにとまどい、その気持ちを忘れると、自
分の言いたいことを伝えられず、楽しく過ごせなくなっ
てしまう。僕はこれからも積極性を大切にして、日々
の生活を送っていきたいと思う。

サブリーダー　丹治 真帆　長泉北中学校3年
　私はこのワンガヌイ語学研修を経て、日本との文
化の違い、英語の発音の違い、ホストファミリーや
クラスメートの優しさなど、他にもいろいろなことを
発見することができました。
　そしてワンガヌイに来るまで心配していた英語力よ
りも遥かに大事なのは、自分の意志を伝えようとする
気持ちだと気が付きました。
　しかし、もっと英語力をつければ、さらに自分の気
持ちを伝えることができると思います。これからは今
まで以上に英語の勉強をし、言葉の壁を乗り越えて
いきたいです。

Q1 出身
Q2 なぜ日本へ来たのですか？
Q3 日本で驚いたことは何ですか？(良いこと・悪いこと)
Q4 日本の どの季節が好きですか？

Q5 はまっていること＆趣味
Q6 どうやって日本語を習得したのですか？
Q7 英語を学ぶ人にアドバイスをお願いします。

スケジュール

初級コースのジャン先生は、以前長泉町に住み、現在は沼津高専でALT（英語補助教員）
をされています。実践コースのフェルナンド先生は、昨年度は町内小学校で、現在は熱海市の
保育園から高校までのALTとして勤務されています。このお二人に７つの質問をぶつけてみ
ました。

後期英会話講座の先生方を紹介します

Q1 テキサス州（アメリカ合衆国）です。家族はメキシコ出
身なので自分もその文化を受け継いでいます。

Q4 暑いのが大好きなので、夏。台風シーズンはサーフィ
ンにはもってこいです。紅葉やハロウィンも楽しい
ので秋も好きです。

Q4 特に無いかな。

Q5 食べ物ではステーキ。他にはヘビーメタルや格闘技
(合気道、なぎなた、柔道の黒帯保持)。他に趣味は
ボディーボード、アクションフィギア収集。とにか
く多趣味。

Q5 シャープペンが大好きで、もう50本程持っています。
でももっと欲しい！最高の発明品のひとつではない
でしょうか！

Q6 様々な学習法を試してみました。先生と一緒に予習
をし、慣用句や文法、漢字は自分で勉強しました。
好きな音楽やスピーチを使ってのリスニングや、良
質な辞書も好んで使いました。

Q6 日本へ来る前に基礎は学びましたが、97％は周りの
人が教えてくれ、見聞きして覚えました。

Q7 語学の学習を始める時に必要なのは、高価な辞書や高
額な英会話教室などではなく、語学への強い興味と、
学習を続けていく根気です。
私は英語教師ですが、私に出来ることは、初心者の生徒
さんの20%、更に学習を続けている生徒さんの５%程
の手助けだけです。皆さんの自ら学ぼうという姿勢が、
学んでいく上で、より重要になっていくのです。いろい
ろな勉強方法を試して、頑張ってください。

Q3 良い点…アメリカと比べて安全。夜道も怖くないし、
銃の所持やアルコール、運転等の法律が母国よりも
厳しい。それに自販機でビールが買えるし、コンビ
ニ払いも便利。あと交通機関もすばらしい！（田舎
は別ですが）
悪い点…レストランはセットメニューばかりで自分で
アレンジできないところ。みんな外国人に対して臆病
（年々変わりつつあるけれど）。書類などに記入をする
時、身分証明書と同じ名前をきっちり正確に書かなく
てはならないこと。子供が言うことを聞かなくても親
は人前では叱らないこと。

Q2 率直に言って、英語教師の給料がアメリカよりはる
かにいいからです。でも２つ目の理由は日本文化を
学ぶ絶好の機会だと思ったからです。

Q1 アメリカ合衆国南部のアラバマ州生まれ、ミシシッ
ピ州育ちです。

Q3 日本人の皆さんが、ほとんどの道に名前が付いてい
ないのに、きちんと目的地に辿り着けることに驚き
ました。とても安全で、落し物がだいたい戻ってく
るところは素晴らしいです。ゴミ出しの細かいルー
ルが少し面倒と思いましたが、皆が気持ち良く暮ら
すためですから、もちろんしっかりやっていますよ。

Q2 大学時代にドイツ語とスペイン語を学びましたが、
ヨーロッパ以外の言語や文化に興味が湧き、日本の
※JETプログラムに応募しました。その数ヶ月後に
は日本行きの飛行機に乗っていました…。
※語学指導等を行う外国青年招致事業

Q7 英語を話すことを恥ずかしがったり怖がらないで！
文法や発音がパーフェクト
じゃなくても大丈夫。間違い
にびくびくしないで、むしろ
味方につけよう。身ぶり手ぶ
り、絵で示すのもコミュニ
ケーションの方法。それで相
手に伝わったなら、英語を話
せたってことになるよ。

ジャン先生

フェルナンド先生 ８月17日㈪　長泉を出発

　　18日㈫　ワンガヌイに到着

　　19日㈬　
ラザフォード中学校に登校

　　20日㈭　　

　　21日㈮　市内見学

　　22日㈯　
ホストファミリーと自由行動

　　23日㈰　

　　24日㈪　ワンガヌイを出発→オークランドへ

　　25日㈫　帰国

魅力的な二人の先生によるレッスン、皆さんも
受けてみませんか？次回は来年の春に開催しま
すので、お気軽にご参加ください！

ブッシー・パーク
。ニュージーラン

ド太古の森が残っ
ています。
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首都：オタワ
面積：9,985,000平方キロメートル
　　　（世界第2位／日本の約27倍）
人口：約35,400,000人（2014年7月）
通貨：カナダドル
日本との時差：－12.5 ～ －17時間
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長泉町中土狩828　TEL 055-989-5500

八山富美代編集委員 長島はるみ 吉川美紀子

夏休みに、長泉小学校で、児童英会話講座が開催されました。３年生、４年生、５・６年生のクラスに
分けられ、それぞれ全10回行われました。
毎回、外国人講師との元気な挨拶から始まり、絵が描かれたカードを使ったり、ジェスチャーや体を動

かすゲームなどをしたりしながら、明るく楽しいレッスン
が行われました。
ほとんどが英語で進められるレッスン（日本人の補助講

師も同席しています）に、初めはとまどい、恥ずかしそう
にしていた生徒も、少しずつ講師と英語でコミュニケー
ションできるようになり、活発に答え、ジェスチャーをし
て、楽しみながら自信をつけたようでした。
この講座は長泉町国際交流協会によって、平成14年か

ら毎年続けられています。来年は、夏休み中の体験の一つ
として、参加してみませんか？

ハッピー・ハロウィン！目玉焼きのコスチューム？

カナダ・デイ（建国記念日）

～大自然に囲まれた首都オタワ～

児童英会話講座児童英会話講座 たくさん英語で話せたよ！たくさん英語で話せたよ！

あんな国、 こんな国、 海外滞在記

　2011年８月から２年８ヶ月、仕事の関係でカナダの首都オタワで暮ら
しました。オンタリオ湖のほとりにあるカナダ最大都市トロントから北
東へ車で５時間のところに、オタワは位置しています。
　首都オタワには多くの政府機関が存在しています。英語、フランス語
が公用語のカナダですから、政府機関で働く人たちは両方の言語を操り
ます。また町の北を流れるオタワ川を越えるとフランス語圏ケベック州
ということもあり、市民の多くもバイリンガルです。
　移民国家のカナダは欧州、アジア、中東、アフリカ系の人たちが暮ら
すモザイク国家です。大国アメリカを隣国に持ち、良くも悪くも競争心
がなく、優しくてのんびりした性格の人たちが多いように思います。
　オタワの季節感ですが、長い冬のあと、春がなく突然夏が来て、８月
末には秋の空気に入れ替わるといった具合です。冬は大変厳しく－30℃
にもなりますが、市民は近郊のスキー場に出かけたり、市街を流れる凍
りついた運河でスケートを楽しんでいます。夏は大変爽やかで抜けるよ
うな青空が印象的です。町のシンボルで歴史的建造物の国会議事堂前は
芝生の大広場になってます。夏の間、この議事堂をスクリーンにして「音
と光のショー」が毎晩開催され、多くの旅行客、市民が寝転がってショー
を観覧しています。秋は紅葉のシーズンです。近くのガティノー州立公
園に行けば、燃えるような紅葉を見ながらハイキングが楽しめます。カ
ナダ首相の別荘もこの広大なガティノー公園内にあります。
　秋といえばハロウィーンです。子供たちは仮装して登校、大人も仮装
して会社に行ったりします。夜は親子で近所を練り歩きます。カボチャ
が玄関に置いてある家は「お菓子を用意してあるよ」のサイン。子供達
は「トリックorトリート」と叫んでドアを叩き、住人は怖い仮装をして
子供を驚かしつつもお菓子をたくさんあげる。子供は貰ってきたお菓子
を笑顔で見守る親に渡して、また隣の家へ…私はこんな平和なイベント
が大好きでした。
　カナダは今、アイスホッケーのシーズンの真っ最中です。オタワを本
拠地にするセネターズの活躍に市民は熱狂していることでしょう。いつ
の日か、またあの素敵な町に戻ってみたいと思います。　（斉藤清裕）

シェリル先生 ナンシー先生
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